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ウエールズの社会環境について
一言語的側面を中心としてー

後藤 信*

A Study of Social Surrounding of Wales 

-Especially of Linguistic Aspect 

Makoto Gotoh * 

We Japanese are apt to think that Wales is only a marginal part of Great 

Britain， and Wales is to England is as our home area “Chugoku-chihou " is to 

“Kαntou-chihou"， the metropolitan area in Japan. 

But， in fact， Wales was once an independent country from England and the 

Welsh people is descended from the Celts， who had a different language and cul-

ture from the Anglo-8axon family. 

80 we have to know the historical procedure of the merger of subsidiary 

Wales with its parent England culturally or linguistically as well as politically. 

The development or decay of the currency of one language depends not only on 

the outward social influence but on the natives' steadfast and continual en-

deavor to make their mother tongue survive the linguistic struggle for existence 

among the language powers of the world. Welsh cultural resistance to the su-

premacy of England in the long history is noteworthy and to be remembered. 

In conclusion， I'd like to pick up the meanings of linguistic or cultural unifi-

cation of Wales and England in order to discuss which instance we Japanese， 

monoglots in an island nation， should side with/ against， the people having one 

common convenient language like in the U8A or a polyglot nation keeping its 

respective different culture and language like in Europe before the coming age of 

the EU. 

Key Words (キ…ワ}ド)

Wales' cultural rebellion against England (ウエールズのイングランドへの文化面の

抵抗)， The rise and fall of Wales (ウェ…ルズの盛衰)， Welsh prospect for the fu-

ture (ウエールズ諾の将来的な展望)， People's identity & language (民族の帰属意識

と言語)

はじめに

Wales! ウエールズ! これは実に懐かしい

葉である.この言葉は1933年生まれの私が1941年，

昭和16年の12月，小学校の二年生時に(当時は小

学校ではなくて，独語の Volksschuleの直訳語

である“悶民学校"と ていたかも知れぬ)既

に私の語葉メモリー装置の中には入力されていた

からである.

うまでもなくそれはその年，開戦直後に英国

の誇る主力新鋭戦艦のプリンスオブウエ…ルズが

日本箪航空機によって撃沈され，その報道の生ん
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だ当時の間民的なセンセーションの渦の余波が子

供心にも波及していたからだと今にして思うので

ある.

戦後，英語を習う年齢に遣して，プリンスオプ

ウょに}ルズの“ウエールズ"という地名を，いわ

ば，日本艦船の命名に見られる“加賀"とか“武

蔵"といった風に Englandと雷う国の，そして

その言葉のカテゴリーが内包する中でのー領域，

つまり，一種の provmceが艦名となっている例

に当てはめて考えてみた.そして，その英岡戦艦

名は“ウエールズ領の宮様"という意味なのだと

何となく思っていた時期がある.

更に後.The Prince of Walesの意味が実は

英困皇太子の称号である事を知った.何故それを

The Prince of Englandと替わないのだろうと

疑問に思って英闘史を紐解いて，漸く，そのいわ

れを知るに歪ったのは記憶に新しい.

ところで， 1996年夏，機会を得て遂にそのウエー

ルズの地を踏む事が出来た.そのヴェールズの首

都カーヂイブにおいてのこと，ふと立ち寄った番

j百の書架の中から探し出した一冊の本， The 

Celtic Revolution， A Study in Anti幽 imperial-

ism by Peter Berresf ord Ellisの内容は私にとっ

てウエールズに対する認識に一つの開眼をもたら

すものであり，又，啓示とさえも言えるものであっ

た.

それまで楠民支配地域の英本闘に対する独立連

動やその歴史と雷えば，インドを始めとしたヨ…

ロッパ閤外の国々か，戒いは，隣の島のアイルラ

ンドなどを想起するのが自分にとって視野の限界

となっていた.ウエ}ルズと替えば，英本土の一

角であり，地域面積があまり広くない事もあって，

政治，宗教，民族そして歴史などイングランドと

一体であり，一枚岩を成しているものと，とかく

思いこみがちであった.

然し，ウエールズの人々の多くは非アング口サ

クソン系のケルト民族の末簡であり，その独特の

文化の継承者である.被征服民族としての屈辱の

耐え，千年にわたって英国への同化を強いられな

がらも，文化的な独立を守ろうとして今日なおも

抵抗と独立の運動を止めようとしない誇り高き人

達である.その視点に立ってウエールズを紹介し，

そして又現在その地が抱えている諸問題に触れて

みたいと思う.

[ 1 ] 英国とウエールズ

英国を紹介する場合，十九世紀ヴィクトリア時

代における絶頂期の英国を大英帝国 theBritish 

Empireの名を以て示すことは如何にも自然で分

かり易いものがある.

二十世紀に入ってその植民地が自治の獲得，そ

して独立の気運を昂揚させてゆく過程の中で，そ

れは英連邦 theBritish Commonwealthと言葉

に改めるに烹る.

これとは別に，英連合主閤 theU nited King-

dom， UKと雷う雷葉がある.これは政治地理

上の区分による言葉である.ウエストミンスタ…

の議会及び行政府の統治の及ぶ範聞を指し， The 

United Kingdom of Great Britain and North-

ern lrelandの略語で，イングランド，スコット

ランド，ウェ…ルズ及び北アイルランドの地域を

包含している.

Great Britainまたは GBと呼ばれる朋諸も

ある.これは連合主聞から北アイルランドを差し

ヲ|いた地域，つまり英本土と雷うか，イングラン

ド，スコットランド，ウェ}ルズの土地を合わせ

た大プリテン島を指している.大プリテン島は古

代ロ…マ名の Britaniaを以て表すことがある.

同時にこれは英連合王国を指す場合もある.

Britishとは古代 Briton人の意味で，その語源

はケルト諦である.フランスのブルタ…ニュ地方

を指す英語の Brittanyそして仏語の bretonは

同語源である.ウエールズ語では Brythonとな

る.

the British Islesとは，大ブリテン鳥に加え

て，アイルランド共和閣を合むアイルランド全土，

更に，マン島及び隣接する島々から成り立っその

全域である.

次に England或いは Englishという雷葉は
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我々日本人によく使われるが，意味の紛らわしい

雷葉である.Eng lishmanと言えばイングランド

人であり，ウェ}ルズ人は Welsh，スコットラ

ンド人は Scotsである.辞書にも Englishとは

ブリテン島の中の“イングランド地方の属性"を

述べた諮であることを先ずは最初に定義している.

the English nationなどの場合に用いられる英

自身を表す諦としての Englishとは， British 

が持つ窓味と同じである.Englandの語源はゲ

ルマンの一部族の土地 Angles'landであり，そ

の発祥地は北ドイツである.一方， Britishの方

は仏のブルタ…ニュ，英のコ…ンウオ…ル，そし

てウエールズとを coverするケルト語系の一派

である Brythonicの使われた地域と関連合持つ

語である.

Englishとは，丁度，日本語の“やまと'¥即

ち，大和または倭が，近磯地方の一国を指すと同

時に，それが大和撫子とか大和心などの例に見ら

れるように日本全体をあらわす用例にも使われて

いるのと似通っている. “やまと"と England

とはこのようなアナ口ジーが見られるのである.

ところで，ネルソン提督がトラファルガ…海戦

の際に発した，かの有名な替業

“日nglandexpects that every man will do 

his duty. " 

は，その後，日本海海戦の際の東郷元帥による訓

辞の originalversionとして日本でも良く知ら

れている.ここで言う Englandとは言うまでも

なく英国全体を指す語である. international 

rugby footbaU matchの場合におけるようなウエー

ルズやスコットランドと横並びの単位と言うか，

問じ位取りのングランドではない.

ここで辞書によるこの語の定義を今一度参照し

てみよう.

-the name is sometimes loosely used f or the 

whole of Great Britain， a use that is under司

standably resented in Scotland， Wales and 

Northern lreland. -1) 

いずれにせよ，イングランドと言う言葉が

3 

Britainの総称としても用いられうるところにこ

の閣の歴史の全てが物語られていると寄っても過

はあるまい.ウエールズはプリテン島の西端

に位置する一地域である.英国とウエールズとの

行政地理上の区分を示す用語には borderが用い

られている.

borderとはスイスとイタリアとの国境や，米

とメキシコとの間境などの場合にも使われる

葉である.但しウェ…ルズとイングランドの聞を

通過する場合には悶境通過の検問所などはなく，

又鉄道を利用する場合もヨ…ロッパの閣境通過の

際のようにパスポートの提示を求められることは

ない.我が閣における県境通i肢の場合と全く同じ

である.但しその borderを通過してウエールズ

にさしかかるとウエールズの旗を表す red

dragon赤い龍のマークに添えた文字 Welcome

to Wales (英語)と Croeso Cymru (ウエ}

ルズ語)の両国語を標示した道路標示の notice-

boardが見られる.始めて足を踏み入れた旅人

はその地が別の言語文化闘であることを知らされ

るのである.共通の昔話を持つドイツとオ…スト

リアとは現在は政治的にはそれぞれ独立した別々

の国家である.その悶境通過の場合に較べてイン

グランドとウエールズへの移動の時の経験は対照

的であると言えるかも知れぬ.

NB Union jack英国の連合象徴旗がそれぞ

れの困の守護聖人イングランドの SaintGeorge. 

スコットランドの SaintAndrew，アイルランド

のSaintPatrickの象徴である三つの十字架の図

柄を組み合わせた図案となっていて，何故ウエー

ルズの守護聖人 SaintDavidが加わっていない

のかと苦う疑問については 連合R岡が出来上が

る以前にウェ…ルズは1284年に既にイングランド

と一体となっていたためである.ちなみにスコッ

トランドのイングランドへの併合は1707年，アイ

ルランドの場合は1800年である.

Englishの方がウエールス語よりも多く話され

ているウエールズ南部地域でも道路標識は勿論の

事，害届の書架の上にホされた書物の専門別分類

表示もすべてニカ国語の標示が行われている.首
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都カーヂイブの国立博物館では同じくごカ国語の

図録が用意されている.ニカ国語の標示のあるヨ…

ロッパ各地の国際空港で経験するゲlレマン系の独

語と英語，英語と蘭諾そして又ラテン系の仏語や

伊語と英語を並列掲示を見た場合と較べても，ケ

ルト系書籍と英語との隔たりの方がそれらよりも

遥かに大きい事を痛感させられる.ケルト系の語

の多くは全く難解そのものである.

然しながら，例えば英語の parkがウエール

ズ諾では parcとなっていて，その綴り文学が仏

語の parcと同じであったり， taxiが tacsiと

なるの場合のように，ウエールズ語の意味が何と

か英語から類推出来るものも稀にはある.

イングランドから国境を越えてウェ…ルズに入

るとウエールズ地名の幾つかの特徴に気付くので

ある.例えば Llan-で始まる地名の多いのには

日を見振る程である.これは churchの意味を表

わす語である.その他 glynは glenor valley， 

α，!on は river，beddは grave，brynは hill，

bαch は little，ffordd は road，nαnt は vall

ey， pontは bridge，pen は top，llynは lake

などを表している.

人名の特徴はどうであろうか.

ウエールズには同姓同名の人が沢山いる.竃話

帳にはそれが3ペ…ジ‘に亘っている場合もある.

ウエールズでは膝史上の人名の場合にはその年代

を添えての検索が必要となる.或いは某の人物の

現住所の地名や出身地なども必要となろう.

次の詩を見てみよう.

Take ten， and call them Rice. 

Take another ten and call them Price. 

Now Roberts name some hundred score 

And Wil1iams name a legion more 

And call， he moaned in languid tones， 

Call the other thousands-Jones， 2) 

強調字体の部分はは筆者の責任によるものである

この詩において，下の行に下がって紹介される

名前程，その数が多いきまがユーモラスに捕かれ

ている.1535年迄はウエールスにはイングランド

人の場合のような家族名(姓)は無く，父の名前

にその所属の apを繋いでその息子の名前を加

えていた.ヘンリ…八世による改革の圧力によっ

てその後はイングランド式の姓名方式を採り入れ

るようになる.ここに出た apRiceの apは

son ofの意味である. apとその次にくる父の

名がつまって発音され，省略形 Priceとなった

のである.Pro bert Prichard 

ところでアジア大陸，中国に近接した島岡日本

と，ヨー口ッパ大陸をすぐ側に持つ近似した地理

条件の島国英国とを比較してみよう.それぞれ速

い過去には文字を始めとする大陸文化の影響があ

り，共に大陸からの侵略を蒙った歴史もあった.

そしてそれとは逆に，近代史において日・英両国

がそれぞれが帝国として海外発展を求めた過去の

類似経験を共有する事などもあって，とかく，英

国と日本を重ね合わせて眺め，その共通性を求め

ようとする人々が多いのも事実である.

然しこのウエールズが島国日本の中における東

北地方とか中岡地方と需う範鴫とは全く異なった

土地である事を先ずは知っておく必要がある.あ

る意味で英国は，旧ユーゴスラヴィアのようにク

口アチアやセルピアなどの多民族から成る岡家，

その他，ヨー口ツパ大陸における文化や宗教の十

字路となっているような間々などとも共通の要素

を持っていることを踏まえておく必要がある.そ

こを出発点としてウエールスとは，そして英国と

は何であるかを考えてみようとするのがこの小論

の目的である.

[ II ]ウエールズの自然汲び社会的な環境

ウエールズはカンプリア紀系の連山におおわれ

ていてそれがイングランドとの自然の障構として

の役目を効果的に果たしている.メキシコ湾流の

影響によって緯度の割には冬暖かく，夏は比較的

に涼しい穏和な気候に恵まれている.

ウエールズの広さはスイスのおよそ半分の広さ，

米岡マサセッチュ…州、!とほぼ同じ，そして我が国

の四国よりやや広い程度である.日本におけるウェー
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ルズの知名度及びその土地の歴史，文化そして麗

業への一般の関心度はイングランド，スコットラ

ンド，アイルランドに較べて低いものがある.ウエー

ルズに関しては，観光ガイドフ命ツクを始めとして，

日本語に翻訳された学術性を持つ著作物や，又，

日本人自身によるも著作文献を日本の番脂で探し

求めることは極めて難しい現状である.イギリス

編の一部として傑かのベ…ジを持つに過ぎない.

ウエールズは南部，中部及び北部三つの区域の分

けることが出来る.

ウェ…ルズの全体の中で 北部及び中部地方の

多くの地域的な特性ははスイスに似て高地や丘陵，

山岳地帯となっている. UKの中でウエールズ

は最も降雨最に恵まれ，多くの川や湖を作り，そ

の水はイングランドにも供給されている.

土地は農耕には適してはいない.平の飼育には

好条件を整えており 中部ウエールズでは今日で

も羊の顕数はその地の住人の10倍となっている.

その昔，学を追って移動した幾つかの道 the

drove roadsは丘陵を越えてイングランドまで

伸びており，現在は遊歩道となって観光の対象と

なって人気を集めている.

“暑い日がほとんどなく，常に大西洋からの微風

を受けて湿気の多い気候は、植物頼に苛酷な制限

を課している.樹木はきわめてわずかの背丈しか

伸びず，耕作も低地しか持ちこたえられない.肥

沃で農穣な部分は，周囲の平原だけである.そこ

では果物鎖や小麦が実り，野楽類も成長するが，

他の場所に行くと，畑では，せいぜいオ}ト麦か

家畜用の蕪くらいしか宵たない.そして高いとこ

ろに登るにつれて，農耕の形跡は急速に消え失せ

てしまう.そこおに残されているのは・・・中略・・

痩せた放牧地だけである.そこでは時おり，空積

みの小さな離が，牧場の存在を示している.だが

ほとんどの場合，視界をさえぎるものは，土地の

自然の起伏だけである. こうした広大な広がりの

中に，ウェ…ルズの財産そのものである羊の群れ

がさ迷っている 後略3) 

ウェ…ルズの時刻表示はイングランド及びスコッ

「υ 

トランドと同一のGMTグリニッジ標準時に統一

されている.東京との時差は 9時間，大西洋を隔

てたニュー羽ークとの時差は 5時間である.

又，ウエーjレズは三方に1，200キロの長さに及

ぶ美しい、海岸線をを持つ半島をなしている.ウエー

ルズの土地面積は20，800平方キ口メータ}で，人

口はおよそ 2百70万人である.それはニュ…ジ

ランドの総人口よりやや少なく，広島県の総人口

にほぼ近い数字である.その中の27.5万人は首都

カ…ヂイブ市内に，更に7.5万人の人達がここか

ら30分以内の通学，通勤閤に住んで、いる.

ところで，イングランドの人口は4千?百50万，

その面積130，000平方キ口メーターである.スコッ

トランドの方は人口が6百20万で，所有面積は78，

000平方キ口である. それぞれの political

statusの特徴を見てみると イングランドとス

コットランドが Constitutionalmonarchyであ

るのに対してウエールズの方は Principalityof 

Grea t Bri tainと呼ばれている.

ウエストミンスタ…議会の下院における議員の

地域別選出者数を眺めてみると，イングランドは

524名，スコットランドは78名，北アイルランド

は17名，そしてウェ~)レズは38名となっている.

これらからも繋せられるように，ブリテン島にお

いては島の南部に位置するイングランドへの人口

の集中が見られる.プリテン島全体における南北

の人口や暮らしの豊かさの対比，明暗がそのまま

ウエールズにおいても見られる.

即ち，人口はカーヂイブを中心とした南部地域

に集中した現状がある.東海道ベルト地帯と日本

海沿岸地方との聞の人口過轡や過疎の対照の現象

が，片やウエールズやスロットランドと，今一方

のイングランドとの聞で見られるのである.

ところで、十八世紀後半に起こった産業第命はウエー

ルズの山野の姿を変えてゆく.ウエールズは製鉄

に必要な鉄鉱石と製鉄作業の原料となる省炭の埋

蔵量に恵まれていた.十九世紀の初頭に入ると蒸

気機関による鉄道の敷設や道路網，そして海外向

けの鉱石の積出港としてカ…ヂイフ港の整備など

によってウェ…ルズの人口は1801年の人口調査に
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よれば'58万人であったのが1921年には一挙に 2百

60万人へと膨れ上がってゆく.製鉄の溶鉱炉用と

して，鉄道の，そして洋上の船舶の燃料として，

或いは又，大都市口ンドンを smogで覆った工

場並びに家庭用燃料として，石炭の需要の伸びは

南ウエールズに繁栄をもたらす.恰も石炭王国の

出現の観を呈したかのようであった.炭坑夫を中

心としてウエールズの民族的な伝統に根ざした男

性による choralsingingや，地方のラグピ}チー

ムへの屑入れなどウエールズ独特の文化が生まれ

てゆく.

音楽はと替えば，ウエールズには毎年の夏に催

される Eisteddfodの祭典がある.これはウエー

ルズ国民的な祭典であり，中世の吟遊詩人の頃よ

り伝わる詩と歌とハープ伴奏を総合したウェ…ル

ズの文化の精華である.

ところで，ウエ}ルズ語の発音が聞く人の耳に

美しく響き，話し言葉自体が音楽となっていると

うのは多くの書物の中で識者が異口同音にそれ

を指摘している.

シェクスピアも管場人物の脅葉を借りて次のよ

うに述べている.

thy tongue 

おまえの舌にのるとウェ…ルズ諦も美しく

Makes We1sh as sweet as ditti開 high1ypenn'd， 

ひぴ<，まるで奨しい女況が東の四阿で，

Sung by a fair queen in a summer's bower， 

ひとりリュ…トにあわせて口ずさむ調べ高い

With ravishing division， to her lute. 

歌のように聞くものの心をうっとりさせる

「ヘンリ}四世第一部J3幕1場4) 

炭坑の繁栄期にはウエールズの男性の五分のー

が炭坑労働に関わるといういう盛況を見せるが，

同時に全英各地域からの人口の流入を招く.ぞれ

に伴ってウェ…lレズ諦ではなく英語の普及が目立つ

ようになる.

然しながらその炭坑も1894年に290人， 1901年

には81名， 1913年には440人の死者を出す地下の

爆発事故に見舞われる.そして1920年代の大スト

ライキなどに加え，石炭から石油へのエネルギ一

転換によって一時期賑わった炭坑も閉山が目立つ

ようになる.

1921年には27万人もいた炭坑労働者の数も1947

年には11万5千人と減少し，更に1980年代になる

と南ウエールズでは五ケ所，北ウエールズでは僅

かーケ所の鉱山が操業を続けていて， 4千人の労

働者を抱えているのが現状である.

ウエールズの鉱山の盛衰記はジョンフォード監

督による往年の名岡 HOWGR即日NWAS MY 

VALLEY “わが谷は緑なりき"の中で炭坑夫の

一家の物語を過してリアルに描かれている.子供

までも鉱山で働いていた当時の実態や経営者と労

働者の暮らしぶりや，階級瀧の生む生活文化やの

差違などがそこには映し出されている.

廃鉱の跡地では，牧草や樹木の減少や，そして

粉炭を合む地肌がむき出しになって荒れ果てた様

相を見せている.現在，光の自然の土のへの還元，

再緑化事業， re-greening化が進められている.

産業革命後の一時期販わいを見せた旧炭坑施

設をこの地域の歴史の諮り部として，又，生きた

博物資料館としての持利用が進められている.或

いは，修学旅行として訪れた学叢，生徒違のため

炭坑作業行粧の疑似体験を過しての学習の場とし

て利用出来るような観光及び野外学習施設への転

換を行って，地域経済の活性化と旧炭坑作業従事

者への一部膳用吸収を図ろうとする動きもある.

ウェ…ルズにあるこれら産業城下町の跡地，或

いは又，ノルマン期に建てられた多くの城郭，山

岳地方を走る狭軌道のSL列車，産業革命以前の

民諜品の制作と販売，遊牧する羊の群の風景，大

気の清純で美しい湖水や河川を懐く山野などを観

光資源として，脱工業後の新たなる商品化は可能

である.目下，国内外からの観光客を引き寄せて

ホテルや飲食産業に潤いをもたらしている.その

数は年間60万人で eisteddfodの際には12万人を

集めている.然しながらいずれもパリや口ンドン

の集客力には遠く及ばない.

時代の推移の中で自然環境が蘇ったのは賞すべき

事である.然し，雇用の権保と経済生活の維持が

キ

年



後藤

それと両立しない一面があることをも忘れてはな

らない.

過疎地域には原子力発電所も設けられて作動し

ている.又，ウェ…ルズの首都カーデイフの近く

の theValleyには現在はソニ…，目立，シャ…

プ，ナショナルなどのエレクトロニクス産業を中

心とした日本企業が進出しでこの地域の過疎対策

の一翼を担っている.

There is no present in Wales. 

ウェ…ルズに現在はなく

And no future; 

そして未来もない

There is only the past. 

あるのは脆く崩れそうな過去の遺跡のみ

Brittle with relics. 

偽者の亡霊の棲む，

Wind-bitten towers and castles 

胤に打たれて身をさらす

With sham ghost; 

塔や城郭

Mouldering quarries and mines; 

石切場や鉱山の朽ち果てた姿

And an impotent people. 

同族問結婚によって

Sick with inbreeding， 

病める不能者たち

W orrying the carcase of an old song. 

古き歌の亡骸を口に嘆じつつ

-by Reverend Thomas -now living in retire-

ment on the Llyn peninsula 5) 

[聞] イングランドによる征服とウエールズの抵

抗の歴史

ウェ…ルズには氷河時代より人々が住んでいた.

然し文化的な起源は紀元前500---100年前，ケルト

族がこの地への侵入した時期に遡る.プリテン島

への移住は波状的に行われたものと思われる.

ケルトと替う替葉はギリシャ諾の“ keltoi"の

7 

その端を発する.その譜の意味は“hiddenpeople" 

である.ケルト人がその学識や文化を文献として

世に残そうとしなかったからだと替われる.紀元

前700年頃より中央ヨ…ロッパに在住して Celtic

ケルト諾を話す種族で鉄器を使用し，勇敢な戦士

逮であった.北はプリテン島やアイルランド， I有

はスペインやブランスに，東はドナウ河流域から

小アジアへそしてイタリアやギリシャへと広く跨っ

て暮らしていた.

紀元前四世紀にはロ…マへの侵入を試みるが，

やがてローマとの戦いに敗れ 口一マ車の隆盛と

は逆にケルトはヨ一口ッパ大陸においてその勢い

を次第に失ってゆく.

紀元一世紀には口…マ帝国の支配の及ばないア

イルランドやスコットランドがケルト族の支配地

域となるのである.

ウエールズにおける初期の定住者は羊や豚を先

導し又少量の穀物を栽培して暮らしをたてていた.

紀冗43年にローマ軍がこの地に侵入した時に彼ら

は人間の生け賛の儀式をも持つドルイド教を信仰

している現地ケルトの人々に出会った.口一マ車

は30数年の最い時聞を費やしてやっとその地の征

服を完了する.

紀元410年に口}γ軍が撤退した後も，ウエー

ルズは東にアング口サクソン，西にはアイルラン

ド人の侵入の脅威にさらされる.

国内では又群雄割拠の状態が続き一時期

Guffydd ap Llywelynが閣内統ーを達成するが

長続きはせず， 1063年にイングランド軍に打ち破

られる.その三年後イングランドへの征服に成功

を収めたノルマンフランス軍はウェ…ルズへの侵

攻のための前日開基地となる城を築いてゆく.その

結果，中部及び南部ウエールスはその支配地域と

なる.北部ウエールズは高地が自然の要築となっ

て敵方の侵入を防ぐことが出来た.

ところで現在ウェ…ルズに残る多くの城はアン

グロノルマンの手によって建てられたものである.

Castel-y-Bereの場合は九世紀から十一世紀の

間ウエールズは小国に分かれていたウエールズの

統一を巣たした Llewlynap lorwerth，後の
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Llywelyn the Great公によって1220年に築城が

始まったウエールズの嬰患である.その息子が

Prince of Walesの戴結を行う.その孫である

Llywelyn the lastはウェ…ルズからイングラン

ドの駆逐を企てて Edward一世による反撃に遭

う. Edward一世はこの機にウェ…ルズの征服

を決意し崩服させ 自らの世継ぎに Princeof 

Walesの称号を与える.ウエ}ルズの閤民を懐

柔して被征服者として生じがちな反イングランド

的な感情をかわす事に努める.以後歴代のイング

ランド王の第一子は Princeof Walesの称号を

与えられるのが常となる.

後で述べる事になるが 現英国の皇太子

Prince of Walesの Charlesの場合も 1969年に

Caenarf on Castleにおいて華々しく立太子の式

典を行っている. ウエールズが principality，

princeの支配する岡成いは属国と称されるのは

これ故である.同じくケルト系民族の住むアイル

ランドの場合と問様に，ウエールズのイングラン

ドの支配に対する抵抗運動，イングランドからの

政治的，文化的な独立運動はその後の歴史の中で

展開されてゆく，

その主なもの 2，3を挙げてみたい.

その 1.Owen Glendowerの独立運動

Glendower は the princes of Powys and 

Deheubarthの後商とも雷われる. 1399年以前に

はウエールズの裕福な地主の生活を快適に過ごし

ていた.彼はロンドンで法学生の生活を，その後

リチヤード二世の従者としての生活をしていた事

がある.

シェクスピアの「ヘンリ…四世Jの中の描写

によると

1 can speak English， lord， as well as you 

おれだってきみに劣らずりっぱな英語が

1 was trained up in the日nglishcourt; 

話せるのだ，イングランドの宮廷で育ったおかげ

でな.

とその事を物語っている.そして

In faith. he is a worthy gent1eman， 

いや，あれでなかなか立派な紳士だぞ，

Exceeding well read， and profited 

古今の審物をよく読破しているし

In strange concealments， valiant as a lion 

And wondrous affable 

人開業とも思えぬ神秘の秘法にも通じている.獅

子のごとく勇敢であり，問時に物腰はやわらかい

3幕1場

然しながら1399年には，前イングランド王の王位

纂奪者である現王ヘンリ…Wの支持者Tあった

Marcher Lord辺境守護職の SirReginald Grey 

との聞で隣接する土地問題で衝突を鵡こし，その

決着を法廷に訴えたが公正な裁きは得られず，そ

の代わりに英岡議会から彼が受け取った反応、は

“裸足のウエールズの犬に何をかまうことがあろ

う"という冷たいものであった.

彼のイングランドに対する怒り，それを支持す

る民衆の志気は上がった.戦いは1400年北東ウェ…

ルズでその火叢が切られる. シェクスピアの

Henry N より再び引用しよう.

Three times hath Henry Bolingbroke made 

head 

あのヘンリ…ボリンプルックは，三度までおれに

戦をしかけた.

Against my power; thrice from the banks of 

Wye 

そしておれは三度ともワイ河の岸辺，

And sandy剛 bottome'dSevern have 1 sent him 

セヴァン測の浅瀬から追い返した，

Bootless home and weather-beaten back 

やつはなに一つ得るものはなく附のなかを逃げ帰っ

た 3幕 1場

1403年の春には SirReginald Grey を捕らえ

た後，身代金を少々と引き換えに彼を解放する.

反乱は様々な名門家や王朝を巻き込んで拡がりを

見せる. Glendowerの娘の中の一人である Jane

は EdmundMortimerの許に嫁いでいるが，そ
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の夫 Mortimer自身はイングランドの王座につ

く野望もあってイングランド王への反乱に加わる.

ウェ…ルズの大義への支持はプランスから，そし

て又ノーサンパランド伯の息子 Perceyからも受

けていた.暫くの問は天はウェエールズに味方し

たかのようであった.ひとときではある古寺皮はウエー

ルズのほぼ全域をイングランドの支配から解放す

る.

Machynllethの地において Glendowerはウエー

ルズ独自の司法制度，議会そして二つの大学を

設置する事を公布し事実上 統一されたウェ…ル

ズの独笠笠宮を行う.然し Glendowerの勢いは

衰え，やがてウェ…ルズの地は焦土と化してゆき，

彼は次第に北ウエールズに押しやられてゆく.後

に HenryV となる Hal王子の事いる箪勢によっ

て Glendower の館は焼き討ちに遭い Glen明

dowerの占拠していた城は取り戻され，略奪を

受ける.

彼の隊長は殺され，彼の家族は捕虜となる.彼

を支援していたウエールズの町や村々はは困窮し

て降伏を余儀なくさせられる.反乱は先細りとなっ

てゆく. Henry N は“裸足の犬"に対して報復

的な法を制定し，ウェーズの人々は英国のニ級市

民 thesecond蜘 classci tizenとなる.

以後ウエールズ人は自衛の武器の携行を許され

ず，ウエールズ諸を話すものは公職に就くことも

出来ないし，地主にもなれない.ウェ…ルズ人は

イングランド人との結婚は出来ないし，イングラ

ンドに住むことも許きれない.集会は如何なる目

的であれ，聞くことは出来ない.イングランド人

はウエールズ人の陪審員によって裁かれることは

ない.ウエールズ人と結婚したイングランド人は

その人の持つ企ての市民権を失う.などと雷った

厳しいものであった.

Glendowerの身の上の結末については彼の側

近の騎士連と共に身を隠したと儒じられているウエー

ルズの丘陵地帯のもやの中に包まれて霞んでいる.

彼の最後を見た者は誰もいない.1415年に Henry

W の後を継いだ HenryV が王の名による特赦

を伝えたが何の返答も返ってはこなかった.
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彼の企ては挫折に終わったものの，他国の支配

と圧制から人民と閏土を解放しようとした彼の意

気はその後もウェ…ルズの人々の中に長く生きる

ことになる.シェクスピアの「ヘンリー四世」

を読んだ時，読者はともすれば国王ヘンリ…Wの

側を官軍と見なしグレンダウアーの側一括りにし

て叛軍と見なし勝ちである.これは「ヘンリ

四世Jがイングランド側から見た政治秩序とその

倫理を基盤において描いた作品であるのを，読者

がその記述をブリテン島の歴史そのものとして眺

めようとした結果である.そこにはウエールズ側

からの視点は欠落しているのである.

ウェ…ルズにおいては'恰も彼;はオ…ストリアの

圧制からの解放者として知られるスイスの伝説上

の英雄ウィリアムテル，フランスの困難を救お

うとしたジャンヌダ…ク，そして一時期ながらロ

ンドンを口一γの支配から解放したケルト系イケ

ニ族の女王ブーデイカにも醤えられている.ウエー

ルズにおける国民的な英雄像として彼は今も尚生

き続けているのである.

その 2.Rebeccaの暴動

...Be thou the mother of thousands of millions. 

あなたが数十億の母親となれ，そして

and thy seeds possess the gate of those 

あなたの子孫に憎しみを懐く人々の門を

which hate them...GENESIS 25 

奪い取れ !日約型番創世記24章者

1840年にイングランド人の不在地主に対する反

感がウェ…ルズの借地人の聞で昂まった. 1835年

に英議会は theHighway Actを布き，政府よ

り資金の融資を受けた roadtrustsの手によっ

て道路整備を行おうとした.幾つかの料金徴収所

を設けてその資金の返済と歳入を計ろうとするも

のであったが，これは旅を必要とする場合の農民

に新たな負担を強いるものでもあった.

何時もは聖書の神に敬廃なウエールズの農民は

これには怒り，女性の衣裳に仮装したー聞が料金

徴収所などの打ち壊しを行うに至る.上述の引用
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文の中に登場する Rebeccaの暴動と替われる所

以はここにあるのである.

暴動は発展して三千人の同調者に膨れあがり，

「自由と，よりましな暮らしをJの標語を旗印と

する.料金徴収所以外のものも破壊の標的として，

カ}デイフの公共建築物の焼き討ちなども行う.

Rebeccaの娘述，つまりその活動に加わった者

の中の指導者は捕らえられて護送されるが， road 

trustsは撤廃されて料金負拐は圧縮される事に

なる.

その 3.今世紀におけるウエールズ民族文化の独

立運動

民族自決主義を掲げるウエールズ国民党 Plaid

Cymruが詩人の SaunderLewisを主唱者とし

てこつの知識グループを糾合して1925年に設立さ

れる.その主たる目的はウエールズの言語文化を

他からの浸食される脅威を取り除くことにあった.

1936年に航空省か喋悶空軍の爆撃訓練所をウエー

ルズ語通用地域の中心部である Lleyn半島の

Penrhosに設立する事を決めた.このような軍

事基地があることによってウエールズ語が必然的

に破壊されるとの抗議がその後数年聞に直って行

われたが，政府はこれに耳を貸そうとはしなかっ

た.

1936年に 9月8日3名の男が警療に自首してき

て自らの犯行を自白した. Saunder Lewisもそ

の中に合まれ，又そのうちの l名は学校の教師で

あった.彼らは爆撃用の射的場の構内に侵入して

その施設に放火したと言うのであった.その裁判

において被告逮は法廷ではウよエL‘-剛"曲耐曲…蜘.蜘蜘

かなる諾を使用を把否する事を宣雷した.裁判長

は事直な驚きを示しながらも当裁判は thelaw 

of Englandイングランドの法によって行うもの

であると応酬した.

公判中，被告遼はウエールズ諮を使い続けた.

これはウエ}ルズにおいて英語が強制的に法律用

語とされて以来積年にわたって英語の話せない被

告が不当な判決に甘んじていた歴史への抗議のメツ

セイジでもあったのだ.学校教師であった被告の

1名はその場の通訳をつとめることを許されたが，

他の 2名は英語つまりイングランド語が話せる者

であるかどうかの立証が出来なかったからである.

判決は有罪となり 9ヶ月の禁固刑が決まった.

1939年に勃発した第二次世界大戦はウエ}ルズ

とイングランドの問題点の桝目を複雑にする.ウェ}

ルズ解放運動家の問いかける“イングランドはウエ}

ルズ背年を戦場に駆り立てる何の権利があるのか"

もナチの空爆範聞がウエ}ルズに及んでいる現実

の中では寧ろ利敵行為と見なされる難しさを伴っ

た.

NB アイルランド共和聞は第二次慨界大戦中，連

合軍の対独統一戦線には参加しなかった.ウェ}

ルズと問じくケルト族であって長い年月にわたる

アング口サクソンによる支配をうけた事への心理

的な後遺症のためか，独立後は. 1撃での宗主閣で

あるウエストミンスタ…議会及び英国国王への忠

誠に蹄踏いをもたらしたのであろう.

一方ではウエールズ語しか識字能力を持たない

初老の夫婦が戦線にいる我が息子に龍報を送ろう

としたところそれが英語でないとして郵便局に断

られると嘗う事件が起きたりした.1942年に政府

はウエールズ裁判法廷においてはそれによって被

告が不利になる限りにおいてウエ}ルズ詩の使用

を認める法案 WelshCourts Actが導入される

事になる.

民族自決主義者の運動は1952年に Y Gwか

weinethwyrと名乗るグループがウエールズの貯

水池からイングランドのパ}ミンガムへ送水する

パイプラインの爆破を企てた.又，北イングラン

ドの都市への送水量を確保するためウエールズの

谷聞の集落を水没させて新たなダムを建設する計

画に反対運動が世論の支持を得て盛り上がりをみ

せる. 1963年には爆破事件も起こり，逮捕者も出

る.1960年代には FreeWales Armyとして知

られる小規模な民兵組織が生まれて制服に身を固

めウェ…ルズの旗を振りかざして抗議行動の群に

加わって警察の注意を惹く.

1967年英国の王権の推定相続人である Charles

王子 thePrince of Walesがウエールズ大学に
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おいて 6週間のウェ…ルズ語の短期学習を終えて

Caenarfon城で立太子の礼を挙行する事になっ

た.

轡察，英樽空箪兵士の水も捕らさぬ程の厳重響

戒の中をMAC(ウェ…ルズ諾 MudiαdAmddiffyn 

Cymruの顕文字の省略で意味は Movementfor 

the Defence of Walesである)は数個の爆薬を

仕掛け，その内の一個は王窓列車が通過して僅か

十分後に鉄路上で爆発した.

立太子の式典の朝 MACのメンバ…の中10名

の者が死亡し，その一方では Caenarfon城の城

壁の真下でトラックが爆発し一名の兵士が殺害さ

れた.式典の最中に21発の礼砲が轟いたが22発日

の砲声は MAC側の放った爆発音であった.こ

れはウェ…ルズ閣民の英国への服従を同確認させ

るために行われるこの式典への彼らのいわば皮肉

の贈り物で、あったのだ.

英王室がこの城を訪れ 女王のお召しの馬車が

通りかかった時， rウエールズの princeLlyweln 

は生きている.いかなるイングランドの泉太子も

Prince of WalesにはなれないJと脅かれたプ

ラカードが見られ又卵や腐った果実が投げつけら

れた.その一個の林檎はあわや命中するところで

あった.英国政府の予想、では25万人の見物客があ

るものと予想していたが僅か9万人が見物人があっ

たに留まった.

1980年代を迎えようとする時，イングランド人

の持つウエールズの休日用の家が焼き討ちの標的

となる.ウエールズの過疎化によって生じた空き

家を買い取り，それを holidayhomeにしよう

とするイングランド人が増加してその数は 3万府

に数えられるようになっている.その理由として

ウエールズの家が自然環境に恵まれているの事も

一つの魅力ではあるが，売却価格がイングランド

とウエールズとでは 3: 1の割合なのでイング

ランドの家を手放すことによって得られる援額金

を基金にしての利子の配当も又魅力となって，停

年で職を離れた老家族の住まいとしても人気を集

めている.

1979年にはそのうちの30軒の家が攻撃の対象と

11 

なった. 1984年迄には100軒もの家が焼き打ちさ

れてその被害総額は50万ポンドにも達した.

MACが放火攻撃の背後にいると云われ又“グレ

ンダウアーの息子遼"Sons of Glendowerと

う別の団体も現れたりして警察当局は神経をとが

らせて52名の容疑者を合法或いは非合法に検挙し

ている.時限発火装置の取り付けを合め，攻撃対

象は不動産業者，鉄道駅，保守党のカ…デイフ支

部等へとその対象に拡がりを示す.

逮捕者には，その裁判も行われるが被告の有罪

性については爆発物の所持者についてはともかく

爆破の陰謀への参闘については陪審員も確かな立

証を行うことが出来なかった.

これまではいわば非合法な暴力活動によるイン

グランドへの抵抗運動，イングランドからの分離

独立運動を見てきたが議会主義岡家英国において

選挙を通じての示される大多数の民意の反映はど

うであろうか.二大政党政治のお手本の閣である

英聞にあって新しく誕生した新党が急漉に大きく

勢いを増してゆくことは難しい.保守党と労働党

の狭間にあってウェ…ルズ選出の国会議員38名中

3名がウエストミンスターで活躍しているのが現

状である.そして又1979年に時の政府より問いか

けのあった制限付きながらウエールズ自治政府へ

の移行についての岡民投票の結果はウェ…ルズの

人々によって拒否されている.ウェ…ルズの na-

tional identityを欲しながらも nationとして

の経済的な自立の将来的な可能性や英語の普及し

た現実の社会環境を考えた時 時の流れを逆流さ

せる事の難しさを国民が良く知っているからであ

ろうか.

[N] ウエールズ語の歴史とそれを取り巻く環境

ウエールズ諾は英語の一方言ではなく独立した

国語である.ウエールス語はケルト語の一支流で

ありそのケルト請の源流は印欧語にその端を発す

る.替てケルト請がヨーロッパの言語地図の中心

を占めていた時代もあった.

ケルト人は中央ヨー口ッパから聞は大西洋岸に
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逮するまで，そして東は現在のトルコのガラテヤ

地方にまで拡がって暮らしていた.ちなみにロン

ドンの地名はケルト語 Londiniumに，又，ウィー

ンと言う都市名もケルト諾の白い都市 Vin繍

dobonaに由来する.そして又，パリのノートリ

ダム大聖堂があるシテ島は500BCにケルトの

氏族で Parisii族がこの地に住み着いた事から

Parisと苦う地名が生まれたことが知られている.

Parisとは boatの意味を表すケルト語であっ

た.

ここに基数の 1~3 に相当する現在のウエール

ズ諾と，同じく印欧語の流れを汲むヨ}口ツパの

との対照を見てみよう.ケルト族とラテン，

ゲルマン民族との接点の一端を見る事が出来よう

~国¥語¥¥数 2 3 

仏 き日五口 un deux trois 

西 uno dos tre 

f手 uno due tre 

独 2日2五悶 em zwel drei 

英 one two three 

アイルランド語 aon do tri 

ウェ ルズ語 un dao tri 

ケルト語は口ーマ帝国の拡大，そしてゲルマン

民族の大移動に遭遇してゆく中で，その昔話，文

イhと寄った民族的な特性を失ってゆく.そしてそ

のケルト語は七世紀には自」口ツノてから姿を消す

ことになる.

ロ…マによる征服を逃れ大陸からプリテン島に

渡ったケルト族はそのプリチン鳥においても又口一

マやアング口サクソンの来襲に遭って，更に西方

への逃れたため，彼等は他文化の影響からを辛う

じて免れてその特性を何とか保つ事が出来た.

ラテン語の現在のウエールズ語へ影響も幾っか

見られる.ウエールズ諸 eglesはラテン語の

churchから ，bαrωn はノルマンフレンチの

baronからの借入語である.

英語の carは，ウエールズ諦でも car，アイ

ルランド諾で cαげとなるが，この結の語源はラ

テン語で二輪馬車の意味である.chariot， carry， 

carriage， career， caricature， charge， course， 

currentなどについても同語源である.carpenter 

とは carriage馬車の製造者と替う意味であり，

これ又，同語源である.

大陸のケルト語の一部はラテン諸に吸収される.

それらの中から借入諸として改めて英語に入って

きているものもある.ambassadorの場合， Gaul 

地方で使われていたケルト諮問lbactosがその

語源である.それがラテン諦に借入されて階匝

vassalの意味を持つ ambactusになり，更にゲ

ルマン諸に借入されて servant，messengerの

意味の ambahtとなる.ぞれが今日の独語の官

職を表す Amtとなっている.英語の rich，独

語の Reichもケルト語からの借入である.アイ

ルランド語の fl もこれと共通の語源を有する

ものである.

島のケルトの言語はゲール語系 Goidelic

groupと Britonicgroup に分かれている.前

者はアイルランド，北スコットランド'7ン島な

どに残り，後者はウエールズ，コーンウオール，

フランスのブルターニュなどに残存している.

English son head worm feather everyone 

Welsh ap pen pryv pluv paup 

Irish mac cenn crulve cluv cach 

German Sohn Kopfen Wurum Feder jeder 

French fils tete ver plume chacun 

Goidelic語は fQケルト語」そして Brythonic

では fpケルト緒J と呼ばれている.

上の表から見ても分かるように Q と発音が同

じCで表されているのがゲー jレ語で， Pの方が

ウエールズ語となっている.ウエールズ語のアル

ファベットは26の単文学と 8種娯の連文字 (Ll聞

のような)から成り立っている.

英連合王国における最古の文学，文献はウエ]



後藤

ルズ詣で、普かれている.驚くことに，それはウエー

ルズではなく南部スコットランドにおいて普かれ

ているのである.当時その地方で暮らしていた人々

の日常語でもあったケルト系の言葉ウエールズ諾

のその地への拡がりを示すもであり， Aneirinと

か Taliesinとか呼ばれていた宮廷詩人達によっ

き綴られたものである.島のケルト人は一時

期，口一マの支配下におかれるが，イングランド

における程の影響に染まることはなくその後，ア

ングロサクソンの進出にも抵抗を示す.

ところで六世紀末はイングランドはアング口サ

クソンの時代で 7つの王国があり，その中で最

も強力な王 Offaの支配下にあり，王は自らを

“King of the English"と称していた.現在の

Midland地方 Merciaは王の直轄地であり，彼

は又，ケルト系住民をブリテン島の西の半島の地

域に閉じこめて，その基本的な境界線を定めた.

それを異邦人の土地を意味するよそ者“ weahlas"

の地 Walesと命名した. ドイツではイタリ…人，

フランス人を始め外国人を指して独語で die

Welschenと呼ぶ.welsh， welshenとは外国の，

外国語を喋ると言う意味を表していて，英語，独

語ともにアングロサクソン系民族に対する異邦人

と詩う意味で、の共通性を持っている.ウエールズ

諦では人々はそれを Cymruつまり theland of 

comrades同胞の地と呼んでいる.

八世紀に入って，王はセヴァーン川とヂー川と

問に両国の境界を区分する dyke土塁を建設す

る事を定めた.以後数世紀に直ってこの Offa

dykeはイングランドや北欧民族からの侵入を防

ぐに役立つ事になる.

Cf.これはローマ帯政期にイングランドとスコッ

トランドとの境界線に築かれた HadrianWall， 

ハドリアヌス帝の建てた主事事上の長墜に対比せら

れものである.一方 Hadrian's Wallの方はそ

の長さ117キロにも及び，その着慰のピントは中国

の万盟の長城にあるとも替われている.

後藤
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紀の頃であったと認められているが，手書きの文

献として残っているのは九世紀以降である.

印刷術による最初の文献の出現は1546年の事で

ある.1548年には WilliamSalesburyがウエー

ルズ詩φ英語辞典を発行し その2年後にはウエー

ルズ語学習法を執筆した. 1567年には Griffith

Robertsがウェ…ルズ語文法蓄を発行した.

吏に1568年にはウエールズ語版の新約聖書及び

祈祷番が，そして新旧両聖書は， 1588年に世に出

たのである.

シェクスピアの「ヘンリ}四世Jの3幕l場

では中でグレンダウワーの娘の夫であるそ…テイ

マ…は

This is the deadly spite that angers me; 

ああ， じれったくてたまらぬ，業は英語が，そして

My wife can speak no English， 1 no Welsh. 

おれはウエールズ措が一首も話せぬとは

そしてその直後の親子の場面のト書きには

G lendower speaks to her in Welsh. and she an幽

swers him in the same. 

とあって，父の方はその昔口ンドンでの生活経験

を持つ bilingualであるのに，一方の娘の方は

さ当時の上流階級に所属していてもウエールズ語の

monoglotで，英語は話せなかった当時の言語社

会事情を反映している.

NB連合法は制定当時は Actsof Annexation 

併合法であったのが十九世紀になってウエールズ

人の国民感情に配威して Actsof Union統合法

と名称を改めたものである.

然しながら， 1536年のイングランドとの連合法

が施行されてイングランドのウエールズへの完全

統治が確立される.以後，ウエールズ語は守勢の

立場に立つことになる.

日nglishのみが法制上の公諾の地位を保つ事と

なる. ウエールズにねいずみド鴨ド掛 I 'lI. ff'， I牛初:;t;，v.

倍
15 

ぇ，部止1...全保育経J..f，.ハデいZ、
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歩み始める.

嘗ての吟遊詩人， Bardsは詩歌や音楽を総合

して美しい言葉，文学を口頭で人々に伝え，ケル

ト族の文化的な財産となっていたがその活動も次

第に衰微してゆく.1746年には英国議会はイング

ランドと震う名称にはウェ…ルズを合むものとす

る事を立法化した.ウエールズは征服された国で

あり，その地に英語を持ち込むことこそ統一間家

にとっては肝要である.英語を奨励しようと努力

する事は牧師の責務となる.

かくて英岡国教会ではウエールズで暮らす牧師

はその教区の多くの信者がウェ…ルズ諾を話して

いる現状を無視して英語による布教を行うことを

その施策と決める.然し，後にこれは改められる.

札梓におけるウェ…ルズ諦の取り入れは非岡教

会派のチャペルで始まった.英国国教会もそうし

た雷語政策を続けると信者を非国教会への流出に

つながると判断して1837年には始めてウエールズ

諸による結婚式の挙行の実施やウエールズ語の話

せる教区牧師の派遣に踏み切るのである，その一

方では，紳士階級のエリート遥はウエ}ルズとい

うよりも英国 Britain全体を単位として自らの

民族的な帰属性を自覚するようになり，同じ階級

に所属するイングランドの子女との結婚や又自ら

の子弟をイングランドに遊学させるようになる.

その結果，ウエールズ語の流通度は怨、速に衰えを

見せる.

cf.ウエールズと同じくケルト系の血をひくアイ

ルランドにおいてもこれと類似した現象が見られ

た.それは JamesJoyceの小説 Dublinersの

中の TheDeadの途上人物の会話の中に現れて

いる.

Gabriel Conroyは大学の教壇に立つ身である.

彼の pedantryはクリスマスパ…テイの席におい

て彼の口から流露する.彼は居合わせた人達から

West Britonと榔撤される.自岡アイルランド文

化や替諾への軽視，英本土や大陸ヨーロッパ文化

への崇持などの彼の姿勢，彼の文化上の帰属性は

一体何なのかと問いかけられる.And have't you 

your own language to keep in touch with 

Irish?に対しでもその返事は次のように冷ややか

である.

Irish is not my language. 

知的指導階級に崩する人達が自らの固に対して文

化的愛国心を持とうとしない.自国文化を何か野

卑なもの linguαTUsticαと見なし勝ちであるの

はウエールズとて同様であった.

ところで二カ国語が共存するこ十世紀後半にお

けるカナダの昔話社会地図と比較考察してみよう.

1951年にはカナダ人の29%がプランス諦が自分の

時簡であった.1981年には25.9%に下がっている.

彼らがそれぞれ属する社会の経済基盤を見てみる

とフランス諾を使用する人々の方が一般的に貧し

い.そこで社会的上昇志向の者にとっては英語を

日常語として選ぶ方が経済的なエリ…ト層に食い

込むのに有利であると考えられるからであろう.

ウエールズの場合についても同様な事が替えよ

う.十九世紀前半の四半世紀まではウエールズ諾

を話す人はまだ全人口の80%はあった.十九世紀

にウエールズ諸の余り話されていない南ウエ}ル

ズへの人口移動が起こり，それがウエールズ語使

用人口の減少の…因となる.

学校ではウェ…ルズを話す事は禁じられるよう

になる.Welshと脅えば勿論“ウェ…ルズの属

性"を示す意味の雷葉である.それが普通名前化

して corruptを招き，小文字で始まる welshと

なると“義務などを回避する，約束を守らない"

の意味となる.OEDの初例は1857年となってい

る.ウエ}ルズ語は徳、性の進歩と商業上の繁栄を

邪魔するものであり，それはウエ}ズ人にとって

その使用は貯ましくないものであると英国支配層

及び政府政府には考えるようになる.学校におい

てウエールズ語を話した生徒は見せしめのために

首の廻りにウェ…ルス結び Welshknotをかけ

られて，次にウエールズ語会話した生徒の首につ

けられる.

knotとは布の結びの意味であるが，このウェ

ルシュノットは WelshNotつまりウエールズ

諸の使用は駄目と言う意味の諸として転用される.

この場合には首の回りに木札をぶら下げ見せしめ
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としてその生徒を晒し者とするやり方が採用され

た.ノットは失敗する生徒の首に次々と掛け替え

られる.その日の終わる時，最後にそれを着用し

ている生徒は鞭打ちの罰を受ける方法が行われた.

1870年には，その制定によって結果的にはウエー

ルズ語が徹底的には破壊されることになる定めの

“教育法"the Education Act'がウエールズの

世論を無視した形で制定される.これによってウエー

ルズの学校では英語がくまなく強制されることに

なる.

1866年 9月8日付けのロンドン「タイムズ」は

次のような社説を掲載する. “ウエールズ語は

ウエールズの災いである.ウエールズ諾の普及と

英語の無知と言う状態はこれまでに除去されてき

ている.今日ですら尚それは文明や，彼らの隣人

であるイングランド人の持つ進歩や物質的な繁栄

からウエ}ルズの人々を除外している.その時代

遅れの半野蛮的な言語が彼らを暗黒の中に包んで

いるのだ

ウエールズ語使用者の歴史的推移を見てみると，

1901年迄にはウエールズの総人口2，012，876の中，

およそ 929，824であり，その中の280，905はウエー

ルズ語だけしか話せない monoglotの人達であっ

た.

1961年には総人口2，518，711の中656，002がウエー

ルズ語を話し， 26，223は monoglotであった.

1981年の調査では503，549の人達がウエールズ語

を話し(総人口の18，9%)その中で21，283名が

monoglotである.

cf.ケルト系の言語を持つアイルランドの場合十

八世紀の半ば全人口の 3分の 2が日常語としてゲー

ル語を話していた.一つの言語調査によれば十九

世紀前半には475万人の人口の中の240万人がゲー

ル語を話し，更にその中の80万人は monoglotで

あった.その他は英語を話していたものと推定さ

れている.1851年にはゲール語を話していた人達

の数は152万人強，全人口の23.3%にと推移してい

る.1901年になると14.4%にまでその数は落ち込

む. monoglotの数は僅か2万人となり全人口の

0.5%となる.現在は全体の11%の人達がゲ}ル語

一三口
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を話せる状態となっている.

スコットランドの場合1881年にはゲール語を話

す人達はスコットランドの人口の6.8%その数は25

万強であった. 1961年の調査では1.66%となって

いる.

このようにケルト系の語が衰微の一途を辿って

いる中にあって復権運動も行われている.ウエー

ルズにおける一つの例を見てみよう.

Glamorgan郡の一地方では1950年代に 9名の

子供達が田舎の教会でウエールズ語の学習を始め

た. 2年後には普段英語で授業を行っている公立

学校のークラスがウエールズ語での授業が可能と

なりそこに 4才から11才までの11名の生徒が入学

した.そのクラスへの関心は徐々にではあるが高

まってゆき，その数も増加する.次にはウェーズ

語で全て授業を行う公立の Welshschoolが

Stenghenyddに設立される. 49名が入学した.

そこに通う生徒の家庭では両親が日常会話を英語

で行っていると言う言語環境の中での新たなる学

習である.

外国語としての英語の授業は英語科目として行

われるがその他の授業つまり数学，理科、音楽な

どは全てウエ}ルズ語を媒体として進められる.

そしてそこを卒業した学童は同じくウエールズ語

を以て学習する Welsh聞 medium中等学校に進学

する.

NB 1962年のウエールズ語を主とする中等学校が

始めて開設されている.

このようなウエールズ語保護の運動及び施策の

中でウエールズ語を話す子供達の数は着実に殖え

てきてはいるものの，彼等が成長後，ウエールズ

語を使い続ける生活展望が開けているかというと

必ずしもそれは明るくはない.仕事がなければ彼

等は生まれ育った地を離れざるを得ず，その場合

には英語に慣れていた方が生活に有利である.

一方でイングランド人のレジャーホームを求

めてウエールズへの人口流入の問題もある.移住

者達はウエールズに来て後でも Englishnessを

を決して手放そうとはしない.彼等にとってウエー

ルズで暮らすことはイングランド地方の一地域で
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暮らすのと同じである.ウエールズらしさやその

特異性に染まることを望まないのである.

1962年に SaunderLewis は BBC放送のラジ

オスタジオから“言葉のないところに国家の独立

はない.ウエールズ諸に法制上の地位を与え，郵

便局，裁判所や各役所の掲示板など幾つかの特定

の場所にはウエールズ語を記すように"と人々に

熱っぽく呼びかける.

1963年にはその趣旨を訴える街頭デモの人達の

列に英語のみの使用に賛成派の無頼漢達が襲いか

かる.その事件が広く知られてゆく中で1967年に

英国政府は WelshLanguage Billの法案採択の

反応を示す. '67年にはウエールズ語法 Welsh

Language Actが施行されて英語との対等な共

存が合法的な正当性を持つことになる.

1770年代に入ってテレビ放送に新しく“チャン

ネル 4"が設立される計画の中で，そこではウエー

ルズ語による放送が予定されていることを知った

英政府はその許可を渋った.その結果，二年間に

わたる抗議運動を招くに至る.多数の人々による

1980年には公共放送の視聴料金の不払い運動や，

そして更にハンストによる抗議にも遭って遂に政

府はその盛り上がりに屈して1982年にウエールズ

語による新しいチャンネルを開設することに同意

するに至るのである.

その後ニュース番組， ドラマを含めてウエール

ズ語の放送時間は着実に伸びを示している.そし

て又，ウエールズ語で書かれた書物は年間およそ

400冊が出版されている現状である.これらウエー

ルズ語復活を促す言語環境としての学校教育及び

社会環境の整備によって最近では若い世代におい

てウエールズ語の活用が見られるようになる.将

来ウエールズを使って小中学校で教壇に立つ事を

志望する大学生もその数を増している. 1991年の

言語人口調査では始めてウエールズ語の衰退現象

に歯止めのかかった事，若年層においてウエール

ズ語の通用が微増していることをその数字が示し

ていてウエールズ語の未来にほのかな曙光を投げ

かけているる現状である.

結びに当たって在日 Welshの C.W.ニコル

氏の言葉を引用しておく.

-この「母なる言葉」は生き残った.それは

まさに奇跡と言えるほどであった.英語などとい

う言葉が使われ出したのは，今からわずか900年前

である.ウエールズの詩人たちは，それより二千

年も前から詩と音楽を書いていたのである.

中略・・・当時イングランドの連中は，ウエール

ズ，スコットランド，アイルランドにイ云わるゲ、ー

ル語を，二流言語におとしめようとしていた.だ

がその試みは失敗した.いまウエールズでは，学

齢期に達した子供たちはウエールズ語でも，英語

でも好きな言葉による教育を選ぶことが出来る.

中略・・・今日では，ウエールズ語はもはや伝統

的な吟遊詩人とか辺部な谷間に住む人たちが使う

だけの言葉ではなくなっている.今やそれは若い

インテリ層の言葉となっているのだ. 後略・.6) 

あ とがき

以上見てきたようにウエールズの場合，イング

ランドからの政治的乃至経済的な独立を究極の目

標として達成しようとしているのではなく，当面

の解決課題としては文化的な独立，特にウエール

ズ固有の言語を保護することにあるように思われ

る.

言語の場合，その文化財の保存といえば，とか

く，ラテン語の場合におけるようにそれを死語と

して認めた上で研究の必要から文献解釈上，文法

とか注釈を整備し，後世の学者のための資料保存

に力を注ぐ意味と思われ勝ちである.そうではな

くて Welshを，話し言葉として currenncyに

乗せ，国際性の強い English と共に bilingual

の形で共存させようとの思惑があるのである.

将来 UCから UEへと全ヨーロッパの統合が

進んだ段階では新ヨーロッパ連邦又はヨーロッパ

合衆国?の中でウエールズはドイツ州?の独語，

フランス州?の仏語， England 州?の English

と全く同じレベルにおいての Wales 州?の

Welshを夢見ているようにも思われる.



後藤

政治，経済などの共通利益が呉氏族の統

一又は共生を軌道に乗せる一つの要素ではあるの

も事実ではある.然しその…方では，その統一体

も，ともすれば多数派の民族感情から言語や文化

の問ーなるものへの帰属とそれへの忠誠を求める.

そして異なるものへの排除に向かう自然発生的な

エネルギーを生む.ぞれは人間の長い歴史が示す

ところである.

フランスの場合には，仏語の他，オック語，ブ

ルトン諦，アングロノルマン語を，そしてスペイ

ンでは西諸の他に，カタ口ニア諾，バスク語やガ

リシア諾を抱えている.米大陸においてもカナダ

では国全体としては英語圏でありながらフランス

語が話されるケベック州を合んでいる.

このような国々では絶えず困が求める全体とし

ての求心力と同時に個々の独立した文化を求める

民族感情と誘う遠心力が渦巻いている.

ヒットラーによる汎ゲルマン主義を掲げての対

外膨強政策も，スターリンの連邦内民族強制移住

政策も，吏に又，パレスチナや，社会主義崩壊後

のソ連邦，そしてユ…ゴスラヴイアなどの民族紛

争も，成る意味では同じ根元の現れと見ることも

出来よう.

ソ連邦崩壊後，現実政治における東西緩和や旧

共産閥諸国の市場経済制度の導入に伴って変化を

生んだ.学問の世界でも嘗てニ十世紀前半から半

ばにかけ貧富，労資問の階級対立のないたユート

ピア社会実現のためのバイブルとして広く信仰を

集めていた Marxismはすっかり影を潜めてし

まった感がある.それに代わって社会問題として

男・女それぞれの 家庭及び社会における関わり

のあり方を問う feminismが隆盛を極めている.

社会学としては勿論，文学や歴史の分野にもそれ

は applyされて多くの関連関番が出回っている

今日である.民族聞の問題も同様と云える.

日本の場合，国内にあっては単一の自国語を，

そして海外に出た場合には，国際通用語として学

校英語，学校文法さえしっかりと押さえておけば，

その際，何とかコミニュケ…ションと国際交流が

事足りると安易に考えている人が多い.

同一一口
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まして難民問題などを起因として，嘗てのゲル

マン民族の大移動のような現象が起こり，或る

味ではローマ帝国にもなぞらえる今日の日本がそ

の余波を受けるが如き事態を予想する人も少ない.

まして，島国日本が将来において言語の異なる複

合民族国家によって構成されるなど考えている人

は皆無に近いと替える現状がある.世界が国際化

されてゆき，その中で政治，経済，文化の面で国

家聞は勿論.園内問題としても民族問における過

去の支配，被支配の歴史が聞い改められる.互い

の対等な主躍と交流，そして雷語を含めた異文化

との共生が求められようとしているのが今日の世

界である.民族問題とその歴史的な経渦や今後の

展開のゆくえなどについては，政治課題として単

に見つめるだけでなく，学問研究の車場からも一

層の注目を向ける必要があるのではないかと思う

のである a)-t) 
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